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コロナ禍の影響で開催が１年延期されていた第 33 回

国際協同組合同盟（ICA）世界協同組合大会（ソウル大会）

が 2021 年 12 月 1～3 日の三日間、韓国・ソウルで開催

されました。 

今回の大会は ICA 設立 125 周年を記念し、また

採択して 25 周年を迎える「協同組合のアイデンテ

ィティ声明」を深めることをテーマとして、オンラ

イン併用で行われました。 

開会式は ICA アリエル・グアルコ会長の開会宣言

に続き、文在寅（ムン・ジェイン）韓国大統領の挨

拶ではじまり、三日間の大会で参加者は全体会・分

科会等における講演や事例報告を通じ、協同組合の

アイデンティティに関する議論を深めました。 

大会の議論では、社会の急速な変化や気候変動へ

の対応など、危機を指摘する声が相次ぎました。参

加者からは、協同組合の連帯と包摂性を強めるよう

求めることや、協同組合には持続可能な社会の実現へ

懸隔をけん引する能力や責任があるといった意見が出ました。人を中心とした協同組合の事業モデル

を深化させることで、社会に貢献できるとして期待が集まりました。 

 

我が国からは２日目に分科会のパネリストとして４名

が（日本生協連 二村睦子常務理事、日本生協連朝比奈ま

ゆ子ブランド戦略本部長、JCA 比嘉政浩専務理事、JCA 

栗本昭特別研究員）が、３日目にはラウンドテーブルの

パネリストとして１名（福島大学 小山良太教授）、分科

会の進行役として１名（日本労働者協同組合連合会 中野

理理事）、分科会のパネリストとして１名（JA 全中 中家

徹会長）がそれぞれ登壇しました。 

最終日は大会参加者にコロナ陽性者が出たため、閉会

式が延期となるトラブルもありましたが、実参加・オン

ライン参加あわせ 1570 名（韓国から 800 名、韓国以外

から 770 名。うち実参加はそれぞれ 650 名・290 名）

が参加した今大会は閉会式以外のすべてのプログラムを無

事終えることとなりました。 

全体会・分科会の詳細につきましては、JCA（日本協同組合連携機構）の HP ペ

ージ上でレポートを掲載されていますので、興味のある方はぜひそちらをご確認

ください。 

 

 

 

JCA（日本協同組合連携機構）HP：https://www.japan.coop/wp/publication/10370 
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分科会の様子（JCA 比嘉専務） 

開会式の様子（ICA アリエル・グアルコ会長） 

https://www.japan.coop/wp/publication/10370


 

  

 

茅ヶ崎市漁業協同組合は、新型コロナウイルスの影響で

２年ぶりとなる「さかなの市」を開催しました。海産物や

お弁当の販売や周遊船での遊覧、キッチンカーの出店な

ど、盛りだくさんの内容に加え、協同組合間連携としてＪ

Ａさがみ組合員による朝取りの野菜や鉢植え、柿などの対

面販売も行われました。 

茅ヶ崎市農業水産課の職員は「これからも農業と漁業の

連携を行って、地場産の魅力を発信していきたい」と抱負

を語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

JＡグループ神奈川は 11 月 25 日、コロナ禍を踏まえ初

めてのオンライン開催となる標記大会を開催し、ＪＡ・連

合会の組合員・役職員約 700 人が参加しました。 

本大会では、ＪＡグループ神奈川の次期３か年の協同活

動の指針として「食と農と地域の未来を拓く協同組合運動

の展開－持続可能な農業・ＪＡ経営基盤の確立に向けた自

己改革の継続－」を決議。ＪＡグループ神奈川は、組合員

の農業所得向上に向けたこれまでの実践を「不断の自己改

革」として継続するとともに、対話等により組合員の評価

をＪＡ経営に反映する協同組合らしい運営と総合事業の展開

を支える経営基盤を確立し、食・農・地域の持続的な発展を

めざします。 

決議内容は JA グループ神奈川 HP に掲載しておりますのでぜひご覧ください。 

 

事務局を担う JA 神奈川県中央会にとって、今大会に限らずこのような大規模な

催しのオンライン開催は初のことでしたが、㈱創造集団 440Hz に配信を協力いた

だいたことでスムーズに運営することが出来ました。 

創造集団 440Hz は、株式会社ながら労働者協同組合として協同労働の運営方式で事

業を行っています。 

 また、前述の HP 上の決議内容ページの作成は、ワーカーズ・コレクティブ ほっと

リンクに協力いただきました。ほっとリンクにはかながわ Co-ネットとしても「かな

がわ Co-ネット現地リポート企画」で動画作成にご協力いただいております（過去通

信 No.73、74、80 参照）。 

 

㈱創造集団 440Hz HP：https://creators440.org/ 

ワーカーズ・コレクティブ ほっとリンク HP：https://wco-hotlink.com/home.html 

JA グループ神奈川 HP 大会決議ページ：

https://www.jakanagawa.gr.jp/jagk/topics/jataikaiketsugi.html 

 

 

 

軽トラックで行われた販売の様子 

オンラインによる大会の様子 

㈱創造集団 440Hz 

ほっとリンク 

JA グループ神奈川

大会決議ページ 

https://www.jakanagawa.gr.jp/jagk/topics/jataikaiketsugi.html
https://creators440.org/
https://wco-hotlink.com/home.html
https://www.jakanagawa.gr.jp/jagk/topics/jataikaiketsugi.html


 

 

 

 

 

 
 

 

☆第15回ワ－カ－ズ・コレクティブ全国会議 in神奈川 

ワーカーズ・コレクティブ誕生４０年 

～孤立や分断を協同の力でつなぎ持続可能な地域社会をつくろう～☆ 
 

ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパンは、2022 年２月 19 日（土）、20 日（日）

の二日間にわたり、第 15 回ワ－カ－ズ・コレクティブ全国会議を神奈川県で開催します。 

2022 年は、昨年 12 月に成立した「労働者協同組合法」が施行を迎える年であり、ワーカー

ズ・コレクティブの誕生 40 年目でもある記念すべき年であることから日本ではじめてワーカー

ズ・コレクティブが生まれた神奈川の地で開催されます。 

今回の全国会議では、労働者協同組合法の施行と共に、協同労働によるワーカーズ・コレクティ

ブ運動をさらに前進させるため、その使命と働き方の価値を再確認し、全国的な運動の拡がりをめ

ざすとともに、多様な団体との連帯による、持続可能な地域社会づくりのあり方を発信していきま

す。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。下記 URL からお申込みができます。 

 

 主 催：第 15 回ワーカーズ・コレクティブ全国会議 in 神奈川 実行委員会 

（問合せ：ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン（ＷＮＪ）） 

日 時：分科会 2022 年２月 19 日（土）14:00～16:30 

    自主企画 2022 年２月 20 日（日）10:00～12:00 

    全体会 2022 年２月 20 日（日）13:00～16:00           

会 場：分科会…オンライン 

    自主企画…オンライン 

    全体会…かながわ労働プラザ (横浜市中区寿町 1-4）＆オンライン併用 

参加費：3000 円 全体会・分科会・自主企画(配布資料・後日送付の報告集代金含む) 

申込締切：2022 年１月７日（金） 

詳 細：別紙参照願います。下記 URL および QR コードより直接お申込みください。 

WNJホームページURL： https://wnj.gr.jp/ 

 

 

 

☆ＪＡ横浜主催 防災クッキングセミナー☆ 
 

JＡ横浜は、2022 年２月 17 日（木）に横浜市内在住の方を対象に「防災クッキングセミナー」を

開催します。当日は、防災クッキングアドバイザーの鈴木佳世子先生を講師に迎え、防災知識等のレ

クチャーや試食付きの防災クッキングのデモンストレーションが行われます。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。下記 URL からお申込みができます。各回定員 20 名とな

っておりますが、先着順ではなく厳正な抽選が行われますので応募期間中にお申込みください。 

 

主 催：ＪＡ横浜 

日 時：2022 年２月 17 日（木）〈１〉10:30～11:30、〈２〉13:30～14:30                          

会 場：「クッキングサロン ハマッ子」（都筑区中川支店３階） 

参加費：500 円 

申込締切：2022 年１月 21 日（金）16:00 

詳 細：別紙参照願います。下記 URL および QR コードより直接お申込みください。 

申し込みURL：https://ja-yokohama.or.jp/event/bousai_cooking_20211201 

 

 

 

https://wnj.gr.jp/
https://ja-yokohama.or.jp/event/bousai_cooking_20211201


 

 

☆ILO-JCA共催ウェビナー 「社会的連帯経済（SSE）でつながる。」☆ 
 

JCA（日本協同組合連携機構）は、2021 年 12 月 16 日（木）に ILO（国際労働機関）駐日事務所

と「社会的連帯経済（SSE）でつながる。」をオンライン共催します。 

コロナ禍で貧困や経済格差の拡大、社会の分断が進む中、社会的課題を“つながり”で解決する社会

的連帯経済（SSE）という概念が国際的に注目されています。 

SSE は包括的で持続可能な経済発展と復興の原動力として、国内外で注目を集めている概念です

が、日本ではまだ馴染みが薄く、本ウェビナーでは SSE をめぐる国内外の動向や日本における実践

報告を通じて SSE について学び国内外の考え方や事例について交渉し理解を深め合います。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。下記 URL からお申込みができます。 

 

主 催：JCA（日本協同組合連携機構）、（共催 ILO（国際労働機関）駐日事務所） 

日 時：2021 年 12 月 16 日（木）15:00～17:15                          

会 場：オンライン開催 

参加費：無料 

申込締切：2022 年 12 月 14 日（火） 

詳 細：別紙参照願います。下記 URL および QR コードより直接お申込みください。 

申し込みURL：https://www.japan.coop/wp/10361 

 

 

➢新型コロナウイルス感染症による社会への影響が続いています。会員組織での困り事を
はじめ、告知を希望する行事、提携事例等がありましたら下記までご連絡下さい。 

 

 

 

＜担当事務局連絡先＞ 

ＪＡ神奈川県中央会ＪＡ改革対策部(担当：山本･丸岡)TEL 045-680-3002  jakaikaku@chu.kn-ja.or.jp 

神奈川県生活協同組合連合会（担当：相田）TEL 045-473-1031  Yuji.Aida@ucoop.or.jp 

https://www.japan.coop/wp/10361

